
●開館時間   ９：３０～１７：３０

●休館日  　 水曜日（水曜祝日の場合、翌日休館）

●入館料　   こども　無料

　           おとな（１８歳以上）　３００円 

●アクセス　　ＪＲ清水駅西口（江尻口） 徒歩１分 
                 ※えじりあの駐車場(有料)が便利です

　詳しくは、

ホームページを

チェック!

〒424-0806
静岡市清水区辻1-2-1
えじりあ3・4階（受付３階）

＜お問い合わせ＞ 

電 話：054-367-4320 
ＦＡＸ：054-367-4330

「ま・あ・る」 HP

来年度、学校団体利用早期予約受付中！ 

幼稚園・こども園・保育園の先生必見！ 

平日は「ま・あ・る」を学校団体でご利
用いただけます。 
キャリア教育・生活科・総合的な学習・
社会科の時間に最適なプログラムを提供
しています。 
校外学習や遠足等でご活用ください。 
令和2年の早期予約もできますので、
ぜひお早目のご予約をご検討ください。 

年少から年長まで、人数や時
間に応じた各種プログラムを
組み合わせてご利用いただけ
ます。

お問い合わせはこちらまで 
電話：054-367-4320 

3/20 ~4/5金 日

じょう

ま・あ・るの情報誌
ほう し

2020.2-3月

42号こどもバザール協力企業
詳しくは、ま・あ・るホームページ
から「学校団体利用の手引き」を
ご覧ください。 

詳しくは、上記「学校団体利用の
手引き」QRコードより、ま・あ・る
ホームページをご覧ください。 

※水曜日は休館日です。

まあるでは「未就学児のプロ
グラム」にご協力いただける
講師を募集しています。 

詳しくはこちらまで

講師募集！



申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

館外

館外

館外

▶

WEB申込
のみ受付

WEB申込
のみ受付

講座の申し込み方法は
WEBかはがきだよ！

 いろいろな職業の先生から
「しごと」の魅力や「ものづくり」の面白さを学ぼう！
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中高生向

WEB申込
OK

2/1〜2/11の講座 2/15〜2/22の講座▶ 1 / 2 1 火 必着 1 / 火 必着▶

2

2/11 火

2/15 土

2/29 土

3/14 土

2/22 土

2/22 土

2/16 日

3/15 日

3/19 木

2/23 日

2/24 月2/1 土

3/7 土

2/8 土

2/2 日

3/1 日

3/7 土

3/9 月

3/1 日2/9 日

｜時　  間｜①10：00～11：30　②13：00～14：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回600円
｜定  　員｜各回16名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜①10：30～11：30　②13：00～14：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1100円
｜定  　員｜各回20名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜①10：30～11：30　②13：00～14：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回700円
｜定  　員｜各回20名

中学生 高校生小学生

おうちパン

チョコフライパンパン
をつくってみよう！
[講師] うえだちかげ先生（ChalaRuパン、おうちパンマスター）

｜場　  所｜大井川鐵道新金谷駅
｜時　  間｜14：30～16：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1組1100円（兄弟可）
｜定  　員｜15組30名

小学生～中学生親子

駿河組紐に挑戦

エスパルスカラーの
ストラップづくり
[講師] 神谷共一先生（駿河組紐神縄流家元）

スイーツデコレーション

エクレアのスクイーズ
キーホルダーをつくろう！
[講師] 向島由賀先生（Fran D'or）

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回100円
｜定  　員｜各回15組30名

①10：30～12：00
②13：30～15：00

小1～小2親子
小3～小6親子

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回650円
｜定  　員｜各回20名

①10：30～12：00
②13：00～14：30 小3～ 中学生 高校生

小1～2

バレンタインに作ろう！
海とハートのアイシングクッキー
[講師] 加藤レイコ先生（Re:I）
[協力] フジ物産株式会社

うみ

つく

ブロックで作ろう！
あったらいいなこんな学校 !
[協力] 坂部典子先生（レゴ®シリアスプレイ®メソッドと
　　　   教材活用トレーニング修了認定ファシリテータ）

つく

がっこう

がまぐちフィッシュを
つくろう！
[協力] 牧田真実先生（ho'opono）

Let's チャレンジ
プログラミング教室 for iPad
[協力] ソフトバンクショップスマホアドバイザー

レッツ

きょうしつ フォー アイパッド

セルフへアアレンジに挑戦
[講師] はるちゃん（ま・あ・るスタッフ）

ちょうせん

かっこいい蒸気機関車に会いに行こう！

大井川鐵道親子見学ツアー
[協力] 大井川鐵道株式会社

おお がわ てつ どう おや けん がくい こ

タイルでコースターにも使える
かべ飾りを作ろう
[講師] 田中敦子先生（クラフト工房HIRO.A、
　　　 日本ヴォーグ社公認インストラクター）　

かざ

つか

つく

り

う え

か じっけん

たのしい理科実験＆ものづくり
「浮き絵」をつくろう！

[講師] 斉藤芳弘先生
[協力] 日立清水理科クラブ、清水ロータリークラブ

最新カメラでフォトコンテストに挑む！

親子で学ぶ
ミラーレスカメラの基本
[共催] 静岡市立日本平動物園
　　　 コジマ×ビックカメラ静岡店
           キヤノンマーケティングジャパン株式会社

おや まなこ

き ほん

アーモンドたっぷり！
フロランタンを作ろう！
[講師] めぐちゃん（ま・あ・るスタッフ）

つく

パソコンを使いこなそう
タッチタイピングに挑戦
[講師] こばさん（ま・あ・るスタッフ）

つか

ちょうせん

｜時　  間｜①10：00～12：00　②14：00～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回800円
｜定  　員｜各回16名

中学生 高校生小学生

｜時間・対象｜①10：30～12：00　
　　　　　②13：00～14：30
｜参 加 費｜各回500円
｜定  　員｜①10名　
　　　　　②10組20名

小6～ 中学生 高校生

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜550円
｜定  　員｜16名

小3～ 中学生 高校生

｜時　  間｜13：30～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円
｜定  　員｜5名

小6～ 中学生 高校生

小1～小5親子

｜場　  所｜日本平動物園
｜時　  間｜①9：30～12：30　②13：30～16：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜1組100円（動物園入園料等が別途必要です）
｜定  　員｜①9組18名　②18組36名

小学生以上親子

油で揚げない簡単焼きドーナツ！

抹茶の焼きデコドーナツを
作ろう！
①バラのシュガークラフト付き！
②お花のシュガークラフト付き！
[講師] 川名美穂先生（atelier clema）

まっちゃ や

つく

自作ネットワークで仲間と対戦　
基礎からのLAN構築
[講師] こばさん（ま・あ・るスタッフ）

さく

こうラン ちく

なか たい せんまじ

き そ

食品サンプルで
ピザとレタスを作ろう!
[講師] 山脇清孝先生（有限会社 葵サンプル）

しょくひん

つく

｜時　  間｜①10：00～11：30　②13：00～14：30
　　　　　③15：00～16：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回2500円
｜定  　員｜各回24名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜①10：00～11：30　②13：00～14：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回900円
｜定  　員｜各回12名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜①11：00～12：00　②15：00～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回300円
｜定  　員｜各回10名

小6～ 中学生 高校生

｜時　  間｜①10：00～12：00　②13：30～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1200円　※ブロックお持ち帰り有
｜定  　員｜各回12名

小学生

｜時　  間｜15：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜400円　
｜定  　員｜8名

小6～ 中学生 高校生

｜時　  間｜10：00～15：00
                【お昼休み】12：00～13：00 
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜15名
※子どもゆめ基金助成事業

小3～ 中学生 高校生

｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　
｜定  　員｜20名

小学生

｜時　  間｜16：00～17：15
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜10名

小2～ 中学生 高校生

職人の技にふれよう 左官に挑戦！

砂絵工作で絵をつくろう
[講師] 杉山猛先生
[協力] 清水建設産業組合、静岡市清水左官組合

え えすな こう さく

親子で運動あそび　
～バスケットボールに挑戦！～
[講師] 渡邊伊彦【ただっち】先生
　　      （株式会社ユアベスト常務取締役、てんとう虫クラブ代表）

ちょうせん

※ボール（最低１個）・シューズを持込できる方は事前申込せずに当日参加可能

※ローマ字の読み書きができる子対象

※現地集合・解散　※1人追加につき＋５００円

※抹茶と豆乳で抹茶生地を作り、絞り袋で絞ってドーナツ 
　型へ。オーブンで簡単にドーナツ作りが出来ますよ。焼き
　あがったドーナツにはチョコペンとシュガーペーストで
　お花を作りデコします。

｜場　  所｜日立体育館（清水区）
｜時　  間｜13：00～15：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　｜定  　員｜10組20名

小学生親子

コジマ×⽇本平動物園
×ま・あ・る 特別講座

中高生向

このマークのついた
講座は中高生に
オススメの内容です！ 上記マークのついた講座は

WEBからお申し込みください。

WEB申込
のみ受付

WEB申込
OK

中高生向
WEB申込

OK

WEB申込
OK

WEB申込
OK

中高生向
WEB申込

OK

WEB申込
OK中高生向

WEB申込
OK

WEB申込専用QRコード！

魔法の道具で木の声をきこう！

初めてのプログラミング講座
[講師] 喜多智靖先生（樹木医）、和田成司先生（プログラマー）
[協力] NPO法人樹木いきいきプロジェクト

はじ こう ざ

2/15〜2/22の講座 1 / 2 8▶

2/23〜3/7の講座 2 / 1 1 火 必着 3/8〜3/19の講座 2 / 2 5 火 必着▶
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申し込み
しめきり

申し込み
しめきり

館外

館外

館外

WEB申込
OK

WEB申込
OK

WEB申込
OK

こどもバザールのハローワークで「おしごと」として紹介するよ！
WEB申込
のみ受付

WEB申込
のみ受付

中高生向
WEB申込

OK

中高生向
WEB申込

OK

5

※予約はできません
ハローワークにて先着順でおしごとカード（整理券）を配布します

午前の分は    　　　　 から、午後の分は　　　　　　から、9:40 12:40 
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表

なにも書かない

往信

4 42 0 08 6

日にち
講座名

月　 　　日 　 　 曜日

参
加
者 

①（
代
表
者
）

男 ・ 女

電話番号
住所

名前

名前

学校名
学年

ふりがな 性別

（〒　　　　ー　　　　　）

男 ・ 女

電話番号
住所

学校名
学年

ふりがな 性別

（〒　　　　ー　　　　　）参
加
者 

②

時間

親子講座のみ
保護者名記入 名前：

※子１名につき保護者１名セットで応募

ふりがな

名前：
ふりがな

年生小・中・高

年生小・中・高

ー　　　 　ー

ー　　　 　ー

■ 【記入もれ】【必着日以降到着】【同じ講座に

　２通以上ご応募】されたはがきについては

　無効となります。（郵便の未着・遅れなどに

　つきましては当館では責任を負いかねます

　ので予めご了承ください）

■ 1枚のはがきで、1講座のみ・2名様までお申

　 込みいただけます。

■ 親子ペア（保護者１名につき、お子様１名）

　 で参加の講座に関しては、1講座のみ・２組

　 までお申込みいただけます。

■ 応募者多数の場合は抽選をさせていただ

    きます。抽選結果の如何にかかわらず結果

    は通知いたします。

※ WEBの申込については2ページを見てね！

右の用紙に必要事項を記入し

往復はがきに貼り付けて

各講座の締切日までに必着で
ご郵送ください！

おはがきでの講座申し込み方法

3/20 金 3/24 火

3/26 木

3/26 木

3/21 土

3/22 日

3/22 日 3/29 日

3/23 月 3/31 火

3/20〜3/23の講座 3 / 3 火 必着▶

3/7 土

とくべつなおしごとが大集合のスペシャルDAY！
1日限定の「税務署・ミニシアター」も登場！「100まあるショップ」では、
この日だけの特別な商品を販売します。

※当日開催するおしごとの種類が変更になる場合があります。
　ご了承ください。

給料  20分200まある
時間  午前 10:00~/10:30~
                  11:00~/11:30~
　　  午後 13:00~/13:30~
                  14:00~/14:30~
                 15:00~/15:30~

とくべつなおしごとフェアとくべつなおしごとフェア
3/20 金

3/28 土

3/31 火

● 畳屋さんのおしごと
　　[協力] 坪井畳店　定員 3名

● ねじづくりのおしごと
　　[協力] 興津螺旋株式会社　定員 5名

● 配達のおしごと
　　[協力] 佐川急便株式会社　定員 5名

● 100まあるショップ
　　[協力] 清水法人会　定員 5名

● 税務署のおしごと
　　[協力] 清水税務署　定員 2名

たたみや

はいたつ

ぜいむしょ

3/24〜3/31の講座 3 / 1 0 火 必着▶

印刷工場見学ツアー
「まあるんダ!」ができるまで

[協力] 春日印刷工業株式会社

いんさつ けんがくこうじょう

本格的！色鮮やかな
フルーツタルトを作ろう！
[講師] ゆりさん（ま・あ・るスタッフ）

かくてき いろ あざ

つく

ほん

カカオ豆からチョコレートを
つくってみよう！
[講師] 田中克典先生（Conche）

まめ

銅板ヘラ出し体験！
ピカピカの板にうかびあがる絵
[講師] 林孝行先生、伏見一雄先生
[協力] 静岡県板金工業組合清水支部

ばん だ

え

たい けん

いた

どう

バックステージ見学＆
コンサート鑑賞
[講師] 清重友妃子先生
[協力] 静岡市清水文化会館マリナート

かんしょう

けんがく

3Ｄプリンター体験！

オリジナル名前入りメダル
をつくろう！
[講師] 木野正弥先生（未来工房デジベース）

な いまえ

3/24 火

3/26 木

3/26 木

3/29 日

3/31 火

｜時　  間｜14：30～17：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜600円　
｜定  　員｜12名

小6～ 中学生 高校生

｜時　  間｜13：30～16：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　
｜定  　員｜5名

小6～ 中学生 高校生

ケーブルテレビ「トコチャン」
生放送！見学＆出演体験
[協力] TOKAIケーブルネットワーク
　　　 トコちゃんねる静岡

なま ほう そう けんがくあんど たい けんしゅつえん

ペンタブレット入門！

キャラクターデザインの
基礎を学ぼう
[講師] 岩本三四郎先生（ゲームクリエイター）

き そ まな

システムエンジニアへの最初の一歩

サーバー構築入門
[講師] こばさん（ま・あ・るスタッフ）

こうちくにゅうもん

｜時　  間｜①10：00～11：30　②13：00～14：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回600円
｜定  　員｜各回24名

小学生

オーブンクレイで作ってみよう♪
フラワーバッジ
[講師] 香愛先生（クレイアーティスト）

つく

｜時間・対象｜
                
｜参 加 費｜各回100円
｜定  　員｜各回8名

①10：00～15：00
②10：00～15：00

小5～小6
中学生 高校生

※食物アレルギーをお持ちの方は必ずＨＰを見て使用食材をご確認ください

※使用するフルーツは写真と異なる場合があります。

｜時　  間｜10：00～12：00  【作品引き渡し】14：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜500円　
｜定  　員｜6組12名

小学生親子

｜時　  間｜①13：00～14：00　②14：15～15：15
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回300円
｜定  　員｜各回10名

中学生 高校生小学生

｜時　  間｜①10：00～12：00　②13：30～15：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜各回1500円
｜定  　員｜各回15名

中学生 高校生小学生｜場　  所｜静岡市清水文化会館マリナート
｜時　  間｜10：30～12：00
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜20名

中学生小学生

｜場　  所｜春日印刷工業株式会社
｜時　  間｜10：00～11：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜100円　｜定  　員｜10組20名

小学生親子

｜場　  所｜藤枝スタジオ（藤枝駅直結）
｜時　  間｜10：30～13：30
｜対　  象｜
｜参 加 費｜無料　｜定  　員｜5名

小4～小6

※現地集合・解散

※ケーブルテレビ出演の可能性有。放送予定：トコチャンワイド3/26（木）12：00～

※同時間に①小学生コース・
   ②中学生コースで分かれて開催

ま・あ・る

マリナート企画
吹奏楽コンサート
にご招待！

×

給料  60分600まある
定員  5名
時間  午前 10:30~
　　  午後 13:00~/14:30~　　　　　　　　　　　　
対象  小学生

救命サポートのおしごと
[講師] 増田功雄先生
　　   （静岡救命サポート協会）

きゅうめい

給料  90分900まある
定員  各回15名
時間  午前 10:00~　午後 13:00~
対象  小1～高校生

舞台俳優に挑戦！
演劇のおしごと
[協力] 宮城嶋遥加先生
　　　 (SPAC静岡県舞台芸術センター俳優）

たいぶ

えんげき

はいゆう ちょうせん

給料  40分400まある
定員  各回5名
時間  午前 10:00~/10:50~/11:40~
　　  午後 13:30~/14:20~
対象  小学生以上　　　　

大道芸人のおしごと
～中国ゴマに挑戦しよう～
[講師] ジョー次先生
　　   （全日本ディアボロ選手権大会2016チャンピオン）

だいどうげいにん

ちゅうごく ちょうせん

〇SPACC



おやこでたのしめる予約制の講座だよ！ いろいろな体験をしてみよう！

※参加人数が多数の場合、
　時間を区切ってご案内することがございます

当日会場で受付します！時間内は出入り自由♪

※食物アレルギーをお持ちの方は必ずＨＰを見て使用食材をご確認ください

館外

6 7

かんたん♪クッキング
[講師] ちなっち（ま・あ・るスタッフ）

｜時　  間｜①10：30～11：15　②15：30～16：15
｜対　  象｜1歳半～未就学のお子様2名（兄弟）までと
　　　　　保護者様、小学生
｜参 加 費｜保護者様一人150円　お子様一人150円　
｜定  　員｜各回24名

｜時　  間｜①10：30～11：30　②14：00～15：00
｜対　  象｜未就学児親子～小学校2年生親子
｜参 加 費｜各回1200円　
｜定  　員｜各回10組20名

チョコスコーン木2/13

メロンパン風クッキー火3/17

にんじんケーキ金2/21
ひな祭りプレート火3/3

2月分…1月21日（火）必着
3月分…2月18日（火）必着

申し込み
締め切り

ちびっこ親子講座 申し込み方法

詳細は
こちらから▶�

往復はがき WEBまたは

からお申込みください。

からだにやさしいおやつ
全粒ビスケットをつくろう！
[講師] 早川瑛莉子先生（ナチュラルスイーツ教室spoon）

｜時　  間｜10：30～11：30
｜対　  象｜２歳～未就学のお子様１名と保護者様
｜参 加 費｜500円
｜定  　員｜12組24名

火2/4

Tiny Teethの歯固めづくり
[講師] 首藤享子先生（Tiny Teeth認定講師）

｜時　  間｜10：00～11：00
｜対　  象｜0歳児のお子様１名と保護者様
｜参 加 費｜1400円
｜定  　員｜10組20名

月3/2

がまぐちフィッシュを作ろう！
[講師] 牧田真実先生（ho'opono）

｜時　  間｜15：00～16：00
｜対　  象｜年少～年長親子
｜参 加 費｜900円
｜定  　員｜12組24名

月3/16

ハーバリウムの
ルームフレグランスを作ろう!
[講師] 高畠彩先生（きょうびしや）

金3/27

｜集合場所｜静岡市駿河区谷田周辺
｜時　  間｜10：00～13：00
｜対　  象｜1歳半～未就園のお子様1名と保護者様1名
｜参 加 費｜300円
｜定  　員｜12組24名 ※現地集合・現地解散

※撮影した写真をA4サイズに印刷
　額に入れてお持ち帰り

金3/6

かっこいい蒸気機関車に会いに行こう！

大井川鐵道親子見学ツアー
[協力] 大井川鐵道株式会社

｜場　｜所｜大井川鐵道新金谷駅
｜時　  間｜10：00～12：00
｜対　  象｜年少~年長親子(兄弟可)
｜参 加 費｜600円　※保護者追加の場合は＋500円　
｜定  　員｜15組30名

土2/29

バレンタインに作ろう！
海とハートのアイシングクッキー
[講師] 加藤レイコ先生（Re:l）
[協力] フジ物産株式会社

｜時　  間｜10：00～11：30
｜対　  象｜1歳半~年長親子
｜参 加 費｜700円
｜定  　員｜12組24名

月2/10

親子で手作り！
ハートのシュガーバターパン♪
[講師] SAKI先生
　　　（hapipan♡life、シニアおうちパンマスター）

｜時　  間｜10：30～11：30
｜対　  象｜２歳～未就学のお子様１名と保護者様
｜参 加 費｜500円
｜定  　員｜8組16名

火2/18

｜時　  間｜①10：00～11：30　②12：00～13：30
｜対　  象｜0か月～10か月のお子様と保護者様
｜参 加 費｜2000円
｜定  　員｜8組16名

金2/7

リトミック
講師：山梨麻衣【まいみー】先生

（リトミック研究センター指導スタッフ、ピアノ講師）

時間・対象：①10：00-10：30…0歳～1歳
　　　　　　②10：30-11：15…2歳～年長
　　　　　　③15：00-15：30…0歳～1歳
　　　　　　④15：30-16：15…2歳～年長
対象：未就学児親子（兄弟可）
持ち物：タオル、飲み物
　※汚れても良い服装で
　　お越しください

冬を感じよう2/6 木

ピクニック3/19 木

春が来た！3/16 月

SENSORY BAG
いろんな触感をたのしもう

2/25 火

スタンプではるをかざろう3/17 火

時間：10：00-16：30
　　 （12：00-13：00はお昼休み）
対象：未就学児親子（兄弟可）、小学生
※汚れても良い服装で
　お越しください

ぞうけいあそび

2/27 木 3/6 金

2/25 火 3/13 金

講師：渡邊伊彦【ただっち】先生
（株式会社ユアベスト常務取締役、
　　　　　てんとう虫クラブ代表）

時間：10：00-11：00
対象：1歳半～入園前のお子様と
           保護者様(兄弟可)

すくすく
アニバーサリー

講師：ちーちゃん先生

るんるん♪
おんがくあそび

開店！まある商店

時間：①10：30-11：30
           ②15：30-16：30
対象：未就学児親子（兄弟可）
　　※材料がなくなり次第終了

時間：①10：30-11：30
           ②15：30-16：30
対象：未就学児親子（兄弟可）

時間：①10：30-11：10
           ②13：30-14：00
　　　③15：00-15：30
対象：未就学児親子（兄弟可）

ぼうしやさん2/17 月

パン屋さん3/10 火

歌と楽器の
　生演奏だよ！

お誕生日や
成長の記念に
おててを
ぺったん！

商品作りと
お買い物に
チャレンジ！

親子で
からだを
動かそう！

館外

おひるねアート
バレンタインアートに挑戦！
[講師] おざきともみ先生
　　　（Dear Ma'am、おひるねアート協会認定講師）

親子で運動あそび

いろいろな
素材で

あそべるよ！

音楽に
合わせて
楽しく

表現しよう♪

WEB申込
のみ受付

里山の自然と触れあおう♪
ちびっこ野遊び会
[講師] 毎熊幸代【サニー】先生（里山マザーポイント）



2

おたのしみに♪ 

8 9

なりきり
プリンセスデー

はたらく車と
電車であそぼう！

乗り物に
乗って遊ぼう!

気分は
運転手さん★

2/3 月 火〜2/4

2/3 月

3/9 月 火〜3/10

2/6 木 月〜2/24

1/5 日 〜

2/6 木 火〜2/11

3/2 月 火〜3/3
2/17 月 火〜2/18

3/27 月 火〜3/29

どこまでも続く
巨大レールで

電車を走らせて
あそぼう！

キックバイクで
あそぼう！

プラレールウィーク！

時間：15：00〜16：30
主な対象：年少～年長親子（兄弟可）

時間：10：00〜16：30
(12：00～13：００はお昼休み)
主な対象：2歳〜年長親子

時間：9：30〜17：00
(平日のみ12：00～13：00はお昼休み)

時間：10：00〜16：30
(12：00～13：00はお昼休み)
主な対象：年少～年長親子（兄弟可）

はじめてさんも
大歓迎！

「プラレールウィーク」の開催期間
中、会場にてご不要になりましたプラ
レールを回収しています。電池切れや
動かなくなった車両は修理して再利用
させていただきます。
※破損したレールは回収することができませ
ん。予めご了承ください。

気分は
おひめさま♪
ドレスを着て
写真を撮ろう!

マイ電車の持ち込みも
できます！

回収BOXに

いれてね！

デコボコ＆くねくねコースを
キックバイクではしってみよう！
※マイバイクの持ち込み大歓迎！
※ヘルメットをお持ちの方は
　ご持参ください。 

節分豆まき大会！ 

公式キャラクター
まあるんが豆や

お菓子をまくよ！
みんなまあるんに

会いにきてね

ま・あ・るのこどもバザールにおけるこれまでの活動を
振り返リ、さらに現在新しく出来たお店も紹介します。
期間中に過去のお店も復活するかも？！

場所：静岡市こどもクリエイティブタウン
　　  『ま・あ・る』４階ギャラリー 

ま・あ・る受付でおひとり様
1枚お渡しします。
なくなり次第終了となります。 

WEBからも
応募できます!

応募先

応募方法
条件

①足し算、引き算、掛け算ができること（小3算数レベル）
②時間の計算ができること（小3算数レベル）
③こどもバザールのルールやおしごと体験の方法を理解していること
④月2日以上活動できること

勤務日 2020年7月11日（土）～10月4日（日）

期間
土日祝&夏休み期間の平日
9：30～17：00（お昼休みは12：00～13：00）

■こども氏名（ふりがな）
■小学校名
　2020年４月時点での学年
■郵便番号・住所
■電話番号

給与 時給600まある　

〒424-0806 
清水区辻1-2-1-3Ｆ 
第32期こども店長係

はがきに下記必要事項をご記入の上
お送りください
※応募締切後にこちらからご案内をお送りいたします

新4・5・6年生（2020年4月からの学年です）対象 5/12火
応募〆切

必着

①10：00～おはなしえほん＆豆まきごっこ
    主な対象：未就園児（0歳～3歳）親子　 

②15：00～豆まき
    主な対象：年少～年長親子 

③16：30～豆まき
    主な対象：小学生 

※①のみえっちゃん先生のおはなしえほん
　の時間（15分程度）があります☆ 

予約不要・参加費無料 

「ミニ展示　
ま・あ・る 懐かしのお店たち」
　　　～こんなお店もあったよね～　

なつ
オリジナルステッカー

プレゼント！

開館７周年特別イベント 
７周年記念！
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